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1. 2022年3月期第1四半期の連結業績（2021年4月1日～2021年6月30日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年3月期第1四半期 4,511 △6.4 △372 ― △259 ― △324 ―

2021年3月期第1四半期 4,822 △29.0 △274 ― △178 ― △234 ―

（注）包括利益 2022年3月期第1四半期　　△479百万円 （―％） 2021年3月期第1四半期　　△74百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

2022年3月期第1四半期 △42.22 ―

2021年3月期第1四半期 △30.57 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2022年3月期第1四半期 37,368 20,857 55.5

2021年3月期 38,577 21,792 56.2

（参考）自己資本 2022年3月期第1四半期 20,731百万円 2021年3月期 21,680百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2021年3月期 ― ― ― 60.00 60.00

2022年3月期 ―

2022年3月期（予想） ― ― 60.00 60.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022年 3月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 9,500 △0.6 △700 ― △600 ― △600 ― △78.15

通期 27,000 9.2 600 53.7 750 32.6 600 82.2 78.15

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年3月期1Q 7,800,000 株 2021年3月期 7,800,000 株

② 期末自己株式数 2022年3月期1Q 123,234 株 2021年3月期 122,838 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期1Q 7,676,935 株 2021年3月期1Q 7,678,077 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想数値は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
可能性があります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状

況が続きました。今後のワクチン接種の促進に伴い、経済活動が回復に向かうことが期待されるものの、変異ウイル

スの流行による感染再拡大の兆しもみられ、先行き不透明な状況が続いております。

このような事業環境のもと、当社グループは2050年までに温室効果ガスをゼロにするカーボンニュートラル（脱炭

素）に資するべく、水素やアンモニアを利用する燃焼技術の開発を進めるとともに、業績確保に向けた受注活動を展

開しました。その結果、インドネシア向け機械部品熱処理設備、中国向け液晶関連クリーンオーブンや国内向け電子

デバイス用ＲＳコータのほか、火力発電所用アンモニア燃焼研究開発などの成約を得て、受注高は前年同期比181.0％

の5,954百万円と増加しました。

売上面につきましては、鉄鋼向け熱処理炉改造工事を納入したほか、中国向けフレキシブルディスプレー関連精密

塗工装置や自動車部品熱処理設備などの工事が進捗し、売上高は前年同期比93.6％の4,511百万円となりました。

利益面につきましては、売上高が低水準に留まったことから、営業損失372百万円（前年同期は274百万円の損失）、

経常損失259百万円（前年同期は178百万円の損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失 324百万円（前年同期は234

百万円の損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

資産合計は受取手形、売掛金及び契約資産の減少などにより、前期末比1,209百万円減少の37,368百万円となりまし

た。

負債合計は買掛金の減少などにより、前期末比274百万円減少の16,511百万円となりました。

純資産合計は利益剰余金の減少などにより、前期末比934百万円減少の20,857百万円となり、自己資本比率は55.5％

となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2021年５月14日に公表いたしました予想を変更しておりません。

なお、分野別の受注高、売上高の通期見通しは、以下の通りです。

（単位：百万円）

受注高 売上高

エネルギー分野 24,600 19,800

情報・通信分野 1,200 2,800

環境保全分野 2,500 2,500

その他 4,200 4,400

相殺消去 △2,500 △2,500

合計 30,000 27,000
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,922 6,620

受取手形及び売掛金 18,970 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 18,123

有価証券 199 199

棚卸資産 1,411 1,559

その他 117 269

貸倒引当金 △5 △4

流動資産合計 27,616 26,769

固定資産

有形固定資産 4,361 4,316

無形固定資産 377 385

投資その他の資産

投資有価証券 5,517 5,236

その他 732 687

貸倒引当金 △27 △27

投資その他の資産合計 6,222 5,897

固定資産合計 10,961 10,599

資産合計 38,577 37,368

負債の部

流動負債

電子記録債務 1,567 1,871

買掛金 5,556 4,914

短期借入金 4,800 4,788

引当金 229 5

その他 2,163 2,626

流動負債合計 14,316 14,206

固定負債

長期借入金 1,188 1,096

退職給付に係る負債 162 151

その他 1,118 1,057

固定負債合計 2,468 2,304

負債合計 16,785 16,511
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 6,176 6,176

資本剰余金 1,544 1,544

利益剰余金 12,178 11,399

自己株式 △254 △255

株主資本合計 19,644 18,864

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,977 1,773

繰延ヘッジ損益 8 8

為替換算調整勘定 20 49

退職給付に係る調整累計額 28 34

その他の包括利益累計額合計 2,035 1,866

非支配株主持分 111 126

純資産合計 21,792 20,857

負債純資産合計 38,577 37,368
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 4,822 4,511

売上原価 4,104 3,880

売上総利益 717 631

販売費及び一般管理費 992 1,003

営業損失（△） △274 △372

営業外収益

受取配当金 92 90

その他 16 34

営業外収益合計 109 124

営業外費用

支払利息 13 11

その他 0 0

営業外費用合計 13 11

経常損失（△） △178 △259

特別損失

投資有価証券評価損 － 10

特別損失合計 － 10

税金等調整前四半期純損失（△） △178 △270

法人税等 42 44

四半期純損失（△） △221 △315

非支配株主に帰属する四半期純利益 13 9

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △234 △324
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純損失（△） △221 △315

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 164 △204

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △23 34

退職給付に係る調整額 4 6

その他の包括利益合計 146 △164

四半期包括利益 △74 △479

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △82 △493

非支配株主に係る四半期包括利益 8 14
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準によ

っておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービ

スを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しておりま

す。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原

価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗

度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて

収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの

期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行

義務を充足した時点で収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただ

し、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱

いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収

益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われ

た契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額

を当第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は35百万円減少し、売上原価は29百万円減少し、営業損失、経

常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ6百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は6

百万円増加しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、当第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示

することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度につ

いて新たな表示方法により組替えを行っておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与

える影響はありません。
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３．その他

（１）受注及び販売の状況

　①売上高

　（単位：百万円）

　 前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
増減

部 門 2020年4月～2020年6月 2021年4月～2021年6月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 3,599 74.6 2,950 65.4 △649

情報・通信 400 8.3 473 10.5 73

環境保全 497 10.3 817 18.1 320

その他 770 16.0 708 15.7 △62

相殺消去 △446 △9.2 △437 △9.7 9

合 計 4,822 100.0 4,511 100.0 △311

（うち、海外） (1,294) (26.8) (963) (21.3) (△331)

　②受注高

　（単位：百万円）

　 前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
増減

部 門 2020年4月～2020年6月 2021年4月～2021年6月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 2,173 66.1 4,631 77.8 2,458

情報・通信 85 2.6 357 6.0 272

環境保全 1,053 32.0 417 7.0 △636

その他 537 16.3 1,017 17.1 480

相殺消去 △560 △17.0 △469 △7.9 91

合 計 3,289 100.0 5,954 100.0 2,665

（うち、海外） (436) (13.3) (1,892) (31.8) (1,456)

③受注残高

　（単位：百万円）

　 前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
増減

部 門 2020年4月～2020年6月 2021年4月～2021年6月

　 金 額 構成比(％) 金 額 構成比(％) 金 額

エネルギー 11,610 74.3 14,167 73.0 2,557

情報・通信 408 2.6 1,829 9.4 1,421

環境保全 1,799 11.5 760 3.9 △1,039

その他 2,345 15.0 3,515 18.1 1,170

相殺消去 △528 △3.4 △850 △4.4 △322

合 計 15,635 100.0 19,422 100.0 3,787

（うち、海外） (3,330) (21.3) (8,276) (42.6) (4,946)

　


